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深まり行く秋を満喫しつつ、頬につめたい風を感じる季節になりました。早いもので利用

者から企画提案された３つの事業も今年で２年目を迎えます。今年度は利用者と共同で行

った事業も２つほど増え、新たな交流館の名物企画になりそうな予感がします。 

それでは、２７年度上期（4月～9月）の交流事業をご紹介いたします。事務所 

 

【戦争体験を語り伝え合う会】 ８月８日（土）参加人数３３名（子ども１４名、おとな

１９名） 

 

根津保健生協のみなさん

との共同企画。戦後７０

年の節目の年、根津地域

にお住まいの５名のみな

さまに戦争体験を語って

いただきました。第一部

は、鈴木美枝さん（当時

６歳）と橋本紀子さん（当

時３歳、橋本さんは戦後、

母親から戦争のことを教

えてもらったそうです）

に東京大空襲について語

っていただきました。 
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当時鈴木さんも橋本さんも、建物疎開

（強制疎開）のため、自宅は僅かなお

金で国に没収され壊されてしまったそ

うです。鈴木さんは浅草六区近くから

芝崎町に引越し、橋本さんは浅草橋か

ら根津へ。鈴木さんは当時、空襲警報

が発令するたびに自宅の防空壕に隠れ

ては出ることを繰り返していたそうで

す。ただ３月９日はいつもと様子が違

っていました。防空壕から出たとき東

の空が真っ赤になっていて、夜空から

焼夷弾が降ってきたのがキラキラと花

火のようだったそうです。その後は、両親に手を引っ張

ってもらいながら避難先の金竜小学校まで火の中を逃

げながらどうにかたどり着きました。その日は４０年ぶ

りの大寒波が東京を襲っていましたが、金竜小学校のプ

ールには、たくさんの人が火から逃れるため、首まで浸

かって火の勢いが収まるのを寒さに震えながら待って

いたそうです。 

井桁千代子さん（終戦当時２０歳）は、何度も空襲に遭

われたそうです。真っ昼間、雲の間から突然出てきた戦

闘機を見て、近くにいた人から井桁さんがかぶっていた

手ぬぐいを「取れ～」と大声が。手ぬぐいが的になった

からでしょう、急いで手ぬぐいを取り、近くにあっ

た溝に飛び込むと、その数センチ横を機銃掃射がバ

リバリバリと音を立てて撃ってきて間一髪のとこ

ろで助かったそうです。 

また最初のころの配給はお米などがありましたが、

戦況が厳しくなると６人家族で冬瓜一個だけ、また

別の日はぐずぐずの食べられないような芋だけな

ど、毎日が飢えとの戦いだったそうです。 
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秋羽一雄さん（当時１２歳）と篠二郎さん（１２歳）に集団疎開について語っていただき

ました。お二人とも根津小学校出身。昭和１９年に縁故疎開が出来ない児童は集団で塩原

温泉に疎開。周りには、黒門小学校など地域の小学校も一緒に疎開したそうです。最初の

内は食料事情も良かったそうですが、宇都宮大空襲によって物資が経たれ食べ物がない状

態に。先生が食べられる野草の絵を描いて、その絵を参考に山に野草を取りに行ったそう

です。「いつもひもじかった」当時を思い出したお二人の感想。秋羽さんのお話。同級生に

絵の上手い子がいて、同じ部屋の子どもたちはその子に食べ物の絵を描いてもらい、ラー

メンや饅頭、おむすびを食べているところをみんなで想像していたそうです。秋羽さんが

「まさに絵に描いた餅」と言うと会場が笑い声に包まれました。 

篠さんは学校の学芸会で歌った鉄の供出を促す歌を披露してくれました。「鉄だ、軍艦だ、

飛行機だ、みんなで出そう鉄の品。敵の飛行機やっつける!大事な鉄だ、みんなで出そう」

これを聞いたみなさんから驚きの声が

沸きあがりました。当時国は軍事費を

９割使っても足りず、国民からも供出

させました。戦争が終わり根津に帰っ

て来ると以前と変わらない町並みを見

て「焼かれなかったんだ、無事だった

んだ」としみじみ思ったそうです。み

なさんに戦争を知らない私たちにメッ

セージをと伝えますと、みなさん同じ

ことを言っていたのが印象的でした。

「戦争したっていいことがひとつもな

い」と。 
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【せみよみの会】 毎月月末月曜日開催 総勢６８名 

 

せみさんのよみきかせ会（通称せみよみの会）は今年で２年目。昨年とは若干形態が変わ

り、毎月月末月曜日の午前中はおとなの会、午後開催だった子どもの部は、年２～３回の

ろうどく会に生まれ変わりました。４月の読み手は原田さん、落語の「うまやかじ」、６月

は吉田さん芥川龍之介の「羅生門」、７月は原田さん「二十四の瞳」、８月は吉田さん、太

宰治「斜陽」、９月はせみよみ秋のろうどく会と題して、土屋めぐさん「ともだちや」、酒

井洋子さん「ごろごろ、にゃーご」、金原登貴与さん「フルリーナと山の鳥」、花房あゆみ

さん「フレデリックちょっとかわったねずみのお話」、読み手全員で「注文の多い料理店」

のろうどく劇を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ぐるぐるバザー】  ４月・７月  
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２７年度上期では２回開催されました。最初はママたちがすぐ大きくなってしまう子ども

服を捨てちゃうのはもったいない、買わずに貰えれば嬉しいということで始まったぐるぐ

るバザーも早いもので２年

目。根津地域の名物企画に

定着した感があります。始

めた当初は子ども服が多か

ったのですが、最近は大人

の方たちも気軽に出品する

ようになってきました。出

品者にお話を伺うと、捨て

るには良いものだし、かと

いってリサイクルショップ

に出してもお金にならない、

家に置いておいても邪魔な

だけだと思うと「ぐるぐる」

に出そうと思うのだそうで

す。またご自分が持ってき

た物がすぐなくなってしまうことは大変な喜びがあるとのことでした。 

 

【セラバンド体操＆ボールトレーニング】 月・火・木開催（４月・５月・

６月・７月・８月・９月  総勢１４０９名）  

 

月・火・木曜日に開催してい

るセラバンド体操＆ボールト

レーニング。時間は 10 時半

～11時半。地域のみなさんと

週３日楽しくトレーニングし

ています。事前申込み不要。

週３日きちんと来なくても、

休むときは連絡などしなくて

いい気軽さも人気のひとつで

す。曜日によって、リズム体

操や体全体を使ったウォーキ

ング、俊敏性を養うラダーや

認知症予防の色つきラダーな

ど盛りだくさんな内容になっています。 

 

 

【おしゃべりサロン・生きがいを語る会】 毎月月末火曜日開催（４月・５月・６月・７
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月・８月・９月 ６回開催）総勢６５名 

 

 

こちらも２年目に突入の交流館

の定番企画。日頃セラバンド体操

に参加している方が多くいらし

ています。週３日体操で顔を合わ

せている方々でも、意外と深い話

はできないもの。月一回のおしゃ

べりサロン・生きがいを語る会で

は、健康のこと、自身が体験され

た闘病体験、最近流行っている健

康法、亡くなったご主人の話など

様々なことが話題に上ります。あ

る方がガンについて書かれてい

る新聞記事を読み伝えますと、別

の方がご自身のガン体験を話してくださいました。まさか自分がガンになるなんて思って

もみなかったこと、ご自身よりご主人の方がショックを受けてしまった話を話してくださ

いました。また別の方は病気から立ち直った話、定年と同時にご主人が料理教室に通い出

した話などいろいろ。会が終わり、初めて参加された方から感想を言っていただきました。

「マイクを使って話すなんて、恥ずかしくて話せないと思っていたのに、どんどん喋り出

した自分にビックリ！」人の話を聞く会でもありますが、同時に自分の気持ちを話す会で

もあります。人前で話すことが出来るようになると、参加することがもっと楽しくなると

思いました。 

 

【おひるごはんの会】不定期開催  

 

６/２５（火） 魚善 参加人数１４名 

７/２１（火） 今半のお弁当 １５名 

 

利用者の方から、「みんなで食事する機会があれば楽しいのに」と言われていたのと、新し

くできた美味しいお店がみなさんとの会話で話題に上ることがあるので、美味しいものを

食べる会として「おひるごはんの会」が発足。 

第一弾は根津にある会席料理の魚善。根津地域の皆さんの晴れの日に行くお店のようで、

参加者のほとんどの方が来たことがあるそうです。ちょっとよそ行きの雰囲気がとても素

敵なお店でした。 

第二弾は浅草今半のお弁当を注文し、交流館の和室Ａ室で食事をしました。みなさんとあ

れがいいこれがいいなどと美味しさを想像しながらの注文はとても楽しいものになりまし

た。みなさんと一緒にわいわいがやがやとおしゃべりしながら食べるのは健康に一番いい

ような気がしました。 
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【フラワーアレンジメント教室】 

 

４/２１（火）「春のアレンジメント」 参加人数３５名 

６/２６（木）「初夏のアレンジメント」 参加人数３４名 

７/１４（水）「夏のアレンジメント」 参加人数２３名 
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「アンの結婚」 ４/１５（水） 参加人数１９名 

 

ＮＨＫ朝ドラの「花子とアン」の影響で昨年に

上映した「赤毛のアン」は大変ご好評いただき

した。続いて「アンの青春」、みなさまから多

くのリクエストがありましたので４月に「アン

の結婚」を上映しました。３時間ぐらいある長

編映画のため午前・午後と開催。「赤毛のアン」

や「アンの青春」の名場面がところどころに出

てきてアン好きにはたまらない演出に。 

 

「太陽がいっぱい」 ６/９（火）参加人数 ２２名 

 

アランドロンの代表作「太陽がいっぱい」を上映しました。交流館初のフランス映画。貧 

しい青年が激情にかられて、ある犯罪を思い立ちます。エメラルドブルーの瞳に見つめら

れると吸い込まれそうになるほどのアランドロンの美しさに酔いしれました。ラストシー

ンでは、アランドロン扮する青年トムは完全犯罪が成立したと思い、浜辺のカフェで酔い

しれています。フィリップのヨットを売却し陸に上げる作業をしていると、そのヨットに

絡まった、毛布に包まったフィリップの遺体が陸に引っ張られていくシーンとの対比が深

く印象に残りました。 

  

「ひまわり」 ８/２６（水）  

参加人数 ２２名 

 

イタリアの大スター、ソフィアローレ

ンとマルチェロマストロヤンニの競

演。第二次世界大戦終結後のイタリア。

出征したきり行方不明の夫の消息を

求め、ソ連へと足を運び、苦労の末、

夫を探し出すが夫には新しい妻と小

さい娘がいた。ソ連のひまわり畑の下

には多くの戦没者が眠っている様子が映し出されます。風になびくひまわり畑と「ひまわ

り」のテーマソングが胸に響きます。 
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【お花見さんぽ】４/１６（木） 参加人数８名 

 

上野池之端の弁天池の周りにある八重さくらをゆっくり眺めながら散策しました。普段二

人きりでは話す機会があまりない

方とお話できる絶好のチャンスに

なりました。広々とした空と手前

には八重さくら、ずっと先には若

葉色の森を眺めながらおさんぽす

るのは、気持ちが軽やかになりお

しゃべりも弾みます。１時間ほど

かけて池の周りをゆっくり回り、

御徒町にある吉池食堂へお昼ご飯

を食べに行きました。 

 

【交流館・お笑い寄席】 ６/

７（日）参加人数３９名 

 

貸室利用者の落語勉強会の今松組との共同企画。演芸場の寄席のように、歌あり手品あり、

そして落語は６組の演者の方に出演していただき、大いに笑っていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【初夏の健康まつり】６/１５（月） 参加人数３１名 
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今回はたくさんの方が参加され、和室Ａ室で予定していた寝転びながらのストレッチ＆か

んたん筋トレは次回に回し、フロア全体を使った運動やストレッチ、シナプスソロジーな

どを行いました。最近の介護事情のお話では、五大疾病と言われているものは 1位精神疾

患、2位糖尿病、３位ガン、4位脳卒中、５位心臓病だそうです。驚いたのは 1位がガン

ではなく、精神疾患が入っていたことです。うつ病や躁鬱病は今後も増加傾向になると言

われています。自主性の重要さを講師は力説します。介護保険は使わないと損だとは思わ

ずに、自分でやれることはどんどんやっていったほうがいい。「自分の下の世話は自分でや

る」と決心し、そのためにはなにが必要か考えていく。どんな運動がいいか？一生自分の

足で歩くためには何をすればいいか？受身ではなく自主的にやる必要があるそうです。た

とえば、病院にしても、すべて担当医に任せきっりにしないで、セカンドオピニオンや、

場合によってはサードオピニオンの必要もあるかもしれません。また交流館に行くだけで

いいということもありません。週３日交流館で体操しているから大丈夫ではなく、習った

ことを自宅で積極的に行うことが重要。また耳にタコができるほど聞かされていると思い

ますが、健康寿命を伸ばす最も基本となることは歩くことです。ただ歩くより、いつもよ

り早足で歩く。少し息がハアハアするように、毎日平均１時間歩けば効果的。またシナプ

スソロジーのような脳トレを嫌う方もいるそうですが何事も好奇心を持って挑んでいくこ

とが大切だそうです。講師を交えての昼食会の後、参加者から「ヒザの治療後、再発しな

いためにどんなトレーニングがいいか？」との質問に、テニスボールをヒザの裏側にはさ

む方法を教えてくれました。みなさんテニスボールに興味津々の様子。ヒザ・腰の痛みは、

多くの方を悩ます疾患ではあ

りますが、そのお陰で運動する

大切さを実感します。 

【秋の健康まつり】 ９/１４

（月） 参加人数２１名 

６月に行って好評だった、ヒ

ザ・腰に特化したトレーニング

と寝転びながらする体操を行

いました。かんたんな腹筋や、

太もも裏を伸ばすストレッチ

など普段使わない筋肉使った

ので、悪戦苦闘の方もいらっし

ゃいましたが、終ったあとはみ

なさん気持ち良さそうに伸びをしていました。参加者から「いい運動だった」とご好評を

頂きました。 

 

【敬老芸能大会】 参加人数８８名 
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当日は過ごしやすい陽気になり、８５名が参加され日頃の練習の成果を披露していただき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【楽しい工作】 
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４月 かんたん押絵 端午の節句 ４/９（木）参加人数３名 

５月 折り紙「けしの花」 ５/７（木） 参加人数９名 

６月 折り紙「あじさい」 ６/４（木） 参加人数１１名 

７月「渓流渡し舟」 ７/９（木） 参加人数１８名 

８月「かんたん押絵いろいろ」 ８/６（木） 参加人数９名 

９月「ピンクのくす玉スタンド」 ９/３（木） 参加人数８名 

 

 毎月一回の「楽しい工作」では、折り紙や壁掛けできる押絵など、毎回季節に合わせた

工作を楽しんでいます。4月～9月の工作作品、一部をご紹介いたします。 


